第 55 回山梨県環境保全審議会（令和元年７月２４日開催）

審議事項(３)資料

リニア中央新幹線騒音に係る環境基準
の 当 て は め に つ い て

大 気 水 質 保 全 課

R1.7.24 大気水質保全課

リニア中央新幹線騒音に係る環境基準の類型当てはめについて（諮問）
（２）当てはめる地域の区分

知事は、政府が定めた「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」を、リニア中央新幹線の沿線地域に当
てはめることとしている。

１）当てはめの事務処理基準

１．当てはめの根拠
【

国

区

】 環境基準の設定（新幹線騒音を含む。
）
根拠：環境基本法第１６条第１項

分

・低層住居専用地域（第 1･2 種）
・中高層住居専用地域（第 1･2 種）
・住居地域（第 1･2 種）
・準住居地域
① 都市計画法
・近隣商業地域 ・商業地域
の用途地域
・準工業地域

【都道府県】 環境基準に係る類型の当てはめ（地域指定・法定受託事務）
根拠：環境基本法第１６条第２項

地域類型

Ⅰ
（70dB 以下）

Ⅱ
（75dB 以下）

・工業地域
・工業専用地域

２．新幹線鉄道騒音に係る環境基準（昭和５０年環境省告示）
対象となる地域

類型

基準値

主として住居の用に供される地域

Ⅰ

７０ｄＢ以下

商工業の用に供される地域などⅠ以外の地域であって通常の
生活を保全する必要がある地域

Ⅱ

７５ｄＢ以下

・低層住居専用地域（第 1･2 種）
・中高層住居専用地域（第 1･2 種）
・住居地域（第 1･2 種）
② 都市計画法
・準住居地域
に相当する地域
の用途地域が
定 め ら れ て い ・その他の地域
ない地域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
に相当する地域
・山林、原野、農用地等

３．都道府県が行う当てはめの事務処理基準（環境省通知）
（注 1）

当てはめない
Ⅰ
（70dB 以下）

Ⅱ
（75dB 以下）
当てはめない

２）用途地域が定められていない地域（②）への当てはめ（Ｈ28 方針公表済み）

（１）対象となる範囲

騒音規制法の規制地域は、工場騒音等から生活環境を保全するため、都市計画法の用途
地域や地域の状況等をもとに市町村が定めたものであり、当該規制地域を当てはめに活用

○ 新幹線騒音から通常の生活を保全する必要がある地域
（リニアによる鉄道騒音が７０ｄＢ以上となる可能性がある範囲）

○ 新幹線騒音の環境基準の類型当てはめの方針（Ｈ２８公表済み）
リニア軌道中心線から両側４００ｍ以内の地域（他県も同様）

騒音規制法に定める

第１種区域及び第２種区域（注 2）

騒音規制法に定める

第３種区域及び第４種区域（注 2）

山林、原野、農用地
等
※１ トンネル区間及び河川区域
※２ 騒音規制法の規制地域であっても、未規制地域から連続している
住居がない農用地等で、当該自治体の長の意見を踏まえて決定した
地域

(決定経緯)
鉄道騒音に関する有識者会議を設置し、環境影響評価書及びリニア実験線における走
行データ等をもとに、基準値(70dB)以下となる距離を検証し、決定

（注 2）各区域内に農用地が含まれる場合は当該農用地を含む。
（注 1）新幹線騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の事務処理基準に
ついて（H13.1.5 環大企第２号 改定 H30.2.19 環境水大発第 1802193 号）
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Ⅰ
（70dB 以下）
Ⅱ
（75dB 以下）

当てはめない

R1.7.24 大気水質保全課
４．当てはめ範囲等 （別添図面のとおり）
（参考）新幹線騒音に係る環境基準の測定方法とリニア騒音の状況

新幹線騒音の環境基準の類型の当てはめ範囲と軌道周辺の騒音規制の状況

地上走行
区
間
指定幅

Ⅰ類型
（70dB）

Ⅱ類型
（75dB）

神奈川県

長野県
（予定）

岐阜県

山梨県
(案)

2 箇所

4 箇所

9 箇所

16 箇所

なし

1.3Km

4.4Km

6.5Km

27.1Km

－

用途地域以
外の地域

該当なし

（検討中）

軌道中心から両側 400ｍ以内

（検討中）

騒音規制地域
第１種及び第２種
騒音規制地域
から、次を除外
・森林法で定める計 第１種及び第２種
画の対象地
・農業振興地域

（検討中）

・走行本数（片道）

(3.6 分)

（約 8 本／時間）
・通過間隔（往復）
3.6 分／本
・通過時間

(約 3 秒)

静岡県

軌道中心
から両側
400ｍ以内

（ 騒音 発生 ）

（参考）用途地域が定められていない地域に係る、沿線県の当てはめ状況

リニア中央新幹線
150 本／日

通過時間

騒音レベル(dB)

沿線市町に意見を照会し、環境保全審議会に報告し答申を頂く。

ピークレベルの平均値（新幹線騒音の評価値）

通過間隔

５．今後の予定

約3秒

時間(t)

○リニア騒音の状況（予測値 環境影響評価書）
軌道から 25ｍ
(1)防音壁(３．５ｍ)

７７～８３dB

(2)防音・防災フード

６４～６６dB

200ｍ
７３～７５dB

400ｍ(県想定)
６７～６９dB

（参考）有識者会議
所属

騒音規制地域
第 ３ 種 及 び 第 ４ 種 騒音規制地域
から、Ⅰ類型と同様 第３種及び第４種
に農地等を除外
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ࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ᪂ᖿ⥺㕲㐨㦁㡢ࡢ㜵Ṇ⟇ࢆ⥲ྜⓗㅮࡌ࡚ࡶᙜヱ㐩ᡂ┠ᶆᮇ㛫࡛⎔ቃᇶ‽ࢆ㐩ᡂ



㛤ᴗࡽ㸳ᖺ
௨ෆ

ഛ⪃
㸯 ᪂ᖿ⥺㕲㐨ࡢἢ⥺༊ᇦࡢ༊ศࡢḍࡢ㹠ࡢ༊ᇦ୰ࡣᆅᇦࡢ㢮ᆺϨヱᙜࡍࡿᆅᇦࡀ㐃⥆ࡍࡿἢ
⥺ᆅᇦෆࡢ༊ᇦࢆ࠸࠸ࠊࣟࡣࢆ㝖ࡃ༊ᇦࢆ࠸࠺ࠋ
㸰 㐩ᡂ┠ᶆᮇ㛫ࡢḍ୰᪤タ᪂ᖿ⥺㕲㐨ࠊᕤ୰᪂ᖿ⥺㕲㐨ཬࡧ᪂タ᪂ᖿ⥺㕲㐨ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢྛ
ྕヱᙜࡍࡿ᪂ᖿ⥺㕲㐨ࢆ࠸࠺ࠋ
  ᪤タ᪂ᖿ⥺㕲㐨 ᮾி࣭༤ከ㛫ࡢ༊㛫ࡢ᪂ᖿ⥺㕲㐨
  ᕤ୰᪂ᖿ⥺㕲㐨 ᮾி࣭┒ᒸ㛫ࠊᐑ࣭᪂₲㛫ཬࡧᮾி࣭ᡂ⏣㛫ࡢ༊㛫ࡢ᪂ᖿ⥺㕲㐨
  ᪂タ᪂ᖿ⥺㕲㐨  ཬࡧ  ࢆ㝖ࡃ᪂ᖿ⥺㕲㐨

 ࢹࢩ࣋ࣝ௨ୗ

㸰 㸯ࡢ⎔ቃᇶ‽ࡢᇶ‽್ࡣࠊḟࡢ᪉ἲࡼࡾ ᐃ࣭ホ౯ࡋࡓሙྜ࠾ࡅࡿ್ࡍࡿࠋ
  ᐃࡣࠊ᪂ᖿ⥺㕲㐨ࡢୖࡾཬࡧୗࡾࡢิ㌴ࢆྜࢃࡏ࡚ࠊཎ๎ࡋ࡚㐃⥆ࡋ࡚㏻㐣ࡍࡿ  ᮏࡢิ
㌴ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱ㏻㐣ิ㌴ࡈࡢ㦁㡢ࡢࣆ࣮ࢡࣞ࣋ࣝࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
  ᐃࡣࠊᒇእ࠾࠸࡚ཎ๎ࡋ࡚ᆅୖ  ࣓࣮ࢺࣝࡢ㧗ࡉ࡛⾜࠺ࡶࡢࡋࠊࡑࡢ ᐃⅬࡋ࡚
ࡣࠊᙜヱᆅᇦࡢ᪂ᖿ⥺㕲㐨㦁㡢ࢆ௦⾲ࡍࡿㄆࡵࡽࢀࡿᆅⅬࡢ᪂ᖿ⥺㕲㐨㦁㡢ࡀၥ㢟࡞ࡿ
ᆅⅬࢆ㑅ᐃࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ᐃᮇࡣࠊ≉Ṧ࡞Ẽ㇟᮲௳࠶ࡿᮇཬࡧิ㌴㏿ᗘࡀ㏻ᖖࡼࡾప࠸ㄆࡵࡽࢀࡿᮇࢆ㑊
ࡅ࡚㑅ᐃࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ホ౯ࡣࠊ  ࡢࣆ࣮ࢡࣞ࣋ࣝࡢ࠺ࡕࣞ࣋ࣝࡢࡁࡉࡀୖ༙ᩘࡢࡶࡢࢆࣃ࣮࣡ᖹᆒࡋ࡚⾜࠺ࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
  ᐃࡣࠊィ㔞ἲ㸦ᖹᡂ㸲ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨  ᮲ࡢ᮲௳ྜ᱁ࡋࡓ㦁㡢ィࢆ⏝࠸࡚⾜࠺ࡶࡢ
ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ࿘Ἴᩘ⿵ṇᅇ㊰ࡣ㸿≉ᛶࢆࠊື≉ᛶࡣ㐜࠸ື≉ᛶ㸦㹑㹊㹍㹕㸧ࢆ⏝࠸
ࡿࡇࡍࡿࠋ

 ࢹࢩ࣋ࣝࢆ㉸࠼  ࢹࢩ࣋ࣝ
௨ୗࡢ༊ᇦ




᪂ᖿ⥺㕲㐨㦁㡢ಀࡿ⎔ቃᇶ‽ࡢ㢮ᆺࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿᆅᇦࡢᣦᐃಀࡿ
ἲᐃཷクົࡢฎ⌮ᇶ‽ࡘ࠸࡚
බᕸ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⎔  ྕ
㹙ᨵᐃ㹛ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⎔ỈⓎ  ྕ
⎔ቃᗇẼಖᒁ㛗ࡽྛ㒔㐨ᗓ┴▱࠶࡚
᪂ᖿ⥺㕲㐨㦁㡢ಀࡿ⎔ቃᇶ‽➼ࡢ㢮ᆺࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿᆅᇦࡢᣦᐃಀࡿἲᐃཷクົࡢฎ⌮ᇶ‽ࡀୗグ
ࡢ࠾ࡾᐃࡵࡽࢀࡓࡢ࡛ࠊ㏻▱ࡍࡿࠋ
グ
ᆅ᪉ศᶒࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ㛵ಀἲᚊࡢᩚഛ➼㛵ࡍࡿἲᚊ ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ ࡢไᐃࡼࡾࠊ
⎔ቃᇶᮏἲ ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ ➨  ᮲➨  㡯ࡢつᐃࡼࡾࠊ⎔ቃᇶᮏἲ➨  ᮲➨  㡯ࡢᇶ‽ࡘ࠸
࡚ࡢྠ᮲➨  㡯ࡢつᐃࡼࡿᆅᇦࡢᣦᐃ㛵ࡍࡿົࡣࠊࡑࡢᆅᇦࡀᒓࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴▱ࡀฎ⌮ࡍࡿࡶ
ࡢࡉࢀࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊྠἲ➨  ᮲ࡢ  ཬࡧྠ᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡃࠕ⎔ቃᇶ‽ಀࡿᆅᇦཪࡣỈᇦࡢᣦᐃ
ࡢົ㛵ࡍࡿᨻ௧ࠖ ᖹᡂ  ᖺᨻ௧➨  ྕ ➨  ᮲ࡢつᐃࡼࡾࠊ㏻㉳ᅉࡋ࡚⏕ࡎࡿ㦁㡢ಀࡿ
ᆅᇦࡢᣦᐃ㛵ࡍࡿົࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴▱ࡀᆅ᪉⮬ἲ   ᖺἲᚊ➨  ྕ ➨  ᮲➨  㡯➨  ྕ
つᐃࡍࡿ➨  ྕἲᐃཷクົࡋ࡚⾜࠺ࡇࡉࢀࡓࠋ㒔㐨ᗓ┴▱ࡀົࢆ⾜࠺㝿ࡣࠊ
ࠕ᪂ᖿ⥺㕲㐨
㦁㡢ಀࡿ⎔ቃᇶ‽ࡘ࠸࡚ࠖ   ᖺ  ᭶⎔ቃᗇ࿌♧➨  ྕ ᐃࡵࡿࠊูῧࡼࡾᆅᇦࡢ㢮
ᆺࢆᙜ࡚ࡣࡵ࡚ࠊࡑࡢᣦᐃࢆ⾜ࢃࢀࡓ࠸ࠋ
ูῧ
᪂ᖿ⥺㕲㐨㦁㡢ಀࡿ⎔ቃᇶ‽ࡢ㢮ᆺࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿᆅᇦࡢᣦᐃࡘ࠸࡚
㸯 ⎔ቃᇶ‽ࡢᆅᇦ㢮ᆺࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿᆅᇦࡣࠊ᪂ᖿ⥺㕲㐨㦁㡢ࡽ㏻ᖖࡢ⏕άࢆಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿᆅ
ᇦࡍࡿࡇࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᕤᴗᑓ⏝ᆅᇦࠊᒣᯘࠊཎ㔝ࠊ㎰⏝ᆅ➼ࡣࠊᆅᇦ㢮ᆺࡢᙜ࡚ࡣࡵࢆ⾜ࢃ࡞࠸
ࡶࡢࡍࡿࡇࠋ
࡞࠾ࠊ
ࠕ᪂ᖿ⥺㕲㐨㦁㡢ࠖࡣࠊᅜ᪂ᖿ⥺㕲㐨ᩚഛἲ   ᖺἲᚊ➨  ྕ ➨  ᮲つᐃࡍࡿ᪂
ᖿ⥺㕲㐨ࡢ㐠⾜కࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ㦁㡢ࢆ࠸࠺ࡇࠋ
㸰 ᆅᇦ㢮ᆺࡢᙜ࡚ࡣࡵ㝿ࡋ࡚ࡣࠊᙜヱᆅᇦࡢᅵᆅ⏝➼ࡢ≧ἣࢆ຺ࡋ࡚⾜࠺ࡇࠋࡇࡢሙྜ࠾
࠸࡚ࠊ㒔ᕷィ⏬ἲ   ᖺἲᚊ➨  ྕ ᇶ࡙ࡃ⏝㏵ᆅᇦࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ➨ 
✀పᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨  ✀పᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨  ✀୰㧗ᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨  ✀୰㧗ᒙఫᒃᑓ⏝
ᆅᇦࠊ➨  ✀ఫᒃᆅᇦࠊ➨  ✀ఫᒃᆅᇦࠊ‽ఫᒃᆅᇦཬࡧ⏣ᅬఫᒃᆅᇦࢆ㢮ᆺϨᙜ࡚ࡣࡵࡿࡶࡢ
ࡋࠊࡑࡢࢆ㢮ᆺϩᙜ࡚ࡣࡵࡿࡶࡢࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ⏝㏵ᆅᇦࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦ࠶ࡗ࡚
ࡣࠊ➨  ✀పᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨  ✀పᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨  ✀୰㧗ᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨  ✀୰㧗ᒙ
ఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨  ✀ఫᒃᆅᇦࠊ➨  ✀ఫᒃᆅᇦࠊ‽ఫᒃᆅᇦཬࡧ⏣ᅬఫᒃᆅᇦ┦ᙜࡍࡿᆅᇦࢆ㢮
ᆺϨᙜ࡚ࡣࡵࡿࡶࡢࡋࠊࡑࡢࢆ㢮ᆺϩᙜ࡚ࡣࡵࡿࡶࡢࡍࡿࡇࠋ
㸱 ᆅᇦࡢᣦᐃࡣࠊ᪤タ᪂ᖿ⥺㕲㐨ἢ⥺༊ᇦཬࡧᕤ୰᪂ᖿ⥺㕲㐨ἢ⥺༊ᇦ࠶ࡗ࡚ࡣ㏿ࡸࠊ᪂タ
᪂ᖿ⥺㕲㐨ἢ⥺༊ᇦ࠶ࡗ࡚ࡣᘓタ⥺ࡢᕤᐇィ⏬ࡢㄆྍ ᅜ᪂ᖿ⥺㕲㐨ᩚഛἲ   ᖺἲᚊ➨
 ྕ ➨  ᮲つᐃࡍࡿㄆྍࢆ࠸࠺ࠋ ᚋ㏿ࡸ⾜࠺ࡇࠋ
㸲 ᪂ᖿ⥺㕲㐨ἢ⥺ᆅᇦࢆྵࡴᆅᇦಀࡿᅵᆅ⏝ィ⏬ࢆỴᐃࡋࠊཪࡣኚ᭦ࡋࡼ࠺ࡍࡿሙྜࡣࠊࡇࡢ
ᇶ‽ࡢ⥔ᣢ㐩ᡂ㈨ࡍࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊᆅᇦࡢᣦᐃࡢぢ┤ࡋࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ  ᖺࡈᅵᆅ
⏝➼ࡢ≧ἣࡢኚᛂࡌ࡚⾜࠸ࠊᅵᆅ⏝ィ⏬ୖࡢᖜ࡞ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡶ㏿ࡸ⾜࠺ࡇࠋ

㸳 ᪂ᖿ⥺㕲㐨㦁㡢ಀࡿ⎔ቃᇶ‽ࡘ࠸࡚➨  ࡢ⾲ࡢഛ⪃୰ࠕᆅᇦࡢ㢮ᆺϨヱᙜࡍࡿᆅᇦࡀ㐃⥆ࡍ
ࡿἢ⥺ᆅᇦෆࡢ༊ᇦࠖ࠶ࡿࡢࡣࠊᆅᇦࡢ㢮ᆺϨヱᙜࡍࡿᆅᇦࡀ᪂ᖿ⥺㕲㐨ࡢἢ⥺  ࣓࣮࢟ࣟࢺࣝ
ࢃࡓࡗ࡚࠾࠾ࡴࡡ㐃⥆ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ༊ᇦࢆ࠸࠺ࠋ


ࣜࢽ୰ኸ᪂ᖿ⥺ࡢ㦁㡢ಀࡿ⎔ቃᇶ‽ࡢ㢮ᆺࡢᙜ࡚ࡣࡵ᪉㔪㸦ᒣ┴㸧

⎔ቃᇶᮏἲ㸦ᖹᡂ㸳ᖺἲᚊ➨㸷㸯ྕ㸧➨㸯㸴᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡃࠊ᪂ᖿ⥺㕲㐨㦁㡢ಀࡿ⎔ቃᇶ‽㸦
㸳㸮ᖺ⎔ቃᗇ࿌♧➨㸲㸴ྕ㸧ࡢ㢮ᆺࡢᙜ࡚ࡣࡵࡣࠊḟࡢ᪉㔪ࡼࡾ⾜࠺ࡇࡍࡿࠋ

➨㸯 㢮ᆺࡢᙜ࡚ࡣࡵࢆࡍࡿᆅᇦ
᪂ᖿ⥺ࡢ㌶㐨୰ᚰ⥺ࡼࡾᕥྑ୧ഃࡑࢀࡒࢀ㸲㸮㸮࣓࣮ࢺࣝ௨ෆ࡛࠶ࡗ࡚ࠊḟࡢᆅᇦࡍࡿࠋ
㸯 Ϩ㢮ᆺࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿᆅᇦ
㸦㸯㸧㒔ᕷィ⏬ἲ㸦㸲㸱ᖺἲᚊ➨㸯㸮㸮᮲㸧ᇶ࡙ࡃ⏝㏵ᆅᇦ㸦௨ୗࠊ
ࠕ⏝㏵ᆅᇦࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡀ
ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢ࠺ࡕࠊ➨㸯✀పᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨㸰✀పᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨㸯✀୰㧗
ᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨㸰✀୰㧗ᒙఫᒃᑓ⏝ᆅᇦࠊ➨㸯✀ఫᒃᆅᇦࠊ➨㸰✀ఫᒃᆅᇦཬࡧ‽ఫᒃᆅ
ᇦ
㸦㸰㸧⏝㏵ᆅᇦࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㦁㡢つไἲ㸦㸲㸱ᖺἲᚊ➨㸷㸶ྕ㸧➨㸱᮲➨
㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿ≉ᐃᕤሙ➼࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ㦁㡢ཬࡧᘓタసᴗకࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ㦁㡢
ࡘ࠸つไᆅᇦ㸦௨ୗࠕつไࠖ࠸࠺ᆅᇦ㸦௨ୗࠕつไࠖ࠸࠺ᆅᇦ㸦௨ୗࠕつไࠖ࠸࠺
ᆅᇦ㸦௨ୗࠕつไࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ࠺ࡕࠊḟᥖࡆࡿ༊ᇦͤࠊణࡋࠊ➨㸰ᥖࡆࡿᆅᇦࢆ㝖ࡃ
㸦㸧➨㸯✀༊ᇦ
㸦㸧➨㸰✀༊ᇦ
㸰 ϩ㢮ᆺࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿᆅᇦ
㸦㸯㸧⏝㏵ᆅᇦࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢ࠺ࡕࠊ㏆㞄ၟᴗᆅᇦࠊၟᴗᆅᇦࠊ‽ᕤᴗᆅᇦཬࡧᕤᴗᆅᇦ
㸦㸰㸧⏝㏵ᆅᇦࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡗ࡚ࠊつไᆅᇦࡢ࠺ࡕࠊḟᥖࡆࡿ༊ᇦͤࠊణࡋࠊ➨㸰
ᥖࡆࡿᆅᇦࢆ㝖ࡃ
㸦㸧➨㸱✀༊ᇦ
㸦㸧➨㸲✀༊ᇦ

➨㸰 ➨  ࡢᆅᇦࡢ࠺ࡕ㢮ᆺࡢᙜ࡚ࡣࡵࢆࡋ࡞࠸ᆅᇦ
㸯 ࢺࣥࢿࣝ༊㛫㸦ࢺࣥࢿࣝࡢฟධཱྀࡽ୰ኸ㒊᪉ྥ㸯㸳㸮㹫ࡢ༊㛫ࡣ㝖ࡃ㸧
㸰 Ἑᕝἲ➨㸴᮲➨㸯㡯ᐃࡵࡿἙᕝ༊ᇦ
㸱 つไᆅᇦࡢ࠺ࡕࠊ⦆⾪ᖏࡋ࡚タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ༊ᇦࡲࡓࡣᮍつไࡢᆅᇦ㐃⥆ࡋࠊఫᒃࡀᏑᅾ
ࡋ࡞࠸㎰⏝ᆅ➼࡛ࠊᙜヱ⮬యࡢ㛗ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㏻ᖖࡢ⏕ά⎔ቃࢆಖࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ㄆ
ࡵࡽࢀࡿᆅᇦ

ͤつไᆅᇦ࠾ࡅࡿ༊ᇦ
㦁㡢つไἲ㸦㸲㸱ᖺἲᚊ➨㸷㸶ྕ㸧➨㸲᮲ࡢつᐃࡼࡾᐃࡵࡽࢀࡓつไᇶ‽ࡢ༊ᇦ༊ศࢆ࠸࠺ࠋ











